
薬局名 住所 包括

1 株式会社　菊池薬店 弘前市大字土手町１８ 第三

2 株式会社　八木橋薬局 弘前市大字和徳町２３－５ 第一

3 さいとう調剤薬局　本町店 弘前市大字本町５６－１０ 南部

4 松田薬局 弘前市大字南瓦ヶ町２－６ 第三

5 有限会社　安田調剤薬局 弘前市大字森町１５－１ 南部

6 （紅）こがわ薬局 弘前市大字本町５１ 南部

7 弘大　弘仁会薬局 弘前市大字本町５６－７ 南部

8 磯木調剤薬局 弘前市大字土手町１３３ 第三

9 サカエ薬局　中央 弘前市大字新鍛冶町２４ 第三

10 弘前調剤センター 弘前市大字北横町１９－１ 第一

11 みんゆう調剤薬局　松原店 弘前市大字松原東二丁目１４番地６ 第三

12 緑の森薬局　山王町 弘前市大字山王町３－５ 第一

13 株式会社　三輪商事　ミツワ薬局　中央通り店 弘前市大字徳田町６ 第一

14 緑の森薬局　城東 弘前市大字城東二丁目１－１ 東部

15 さいとう調剤薬局　北園店 弘前市大字取上二丁目８－５０ 第三

16 サカエ薬局　弘前栄町 弘前市大字栄町一丁目２－１５ 第二

17 藤代薬局 弘前市大字藤代二丁目１３－１ 第二

18 サン調剤薬局　安原店 弘前市大字安原二丁目１－３６ 第三

19 サカエ薬局　笹森 弘前市大字笹森町３７－２－１ 第一

20 マエダ調剤薬局 弘前市大字稔町２－２ 第三

21 グリーン調剤薬局　川先店 弘前市大字川先二丁目３－３５ 東部

22 アップル調剤薬局 弘前市大字石渡一丁目１－２２ 第二

23 緑の森薬局　城西 弘前市大字南城西二丁目１２－１４ 第二

24 大町薬局 弘前市駅前町８－１ 第三

26 磯木薬局　東店 弘前市大字城東四丁目６－２２ 東部

27 あおぞら調剤薬局 弘前市大字中野一丁目９－１１ 第三

28 緑の森薬局　取上 弘前市大字取上二丁目１－７ 第三

29 さいとう調剤薬局 弘前市大字品川町３７－３ 第三

30 弘前駅前調剤薬局 弘前市大字駅前三丁目３－７ 第三

31 ＡＢＣ薬局 弘前市大字青山三丁目８－４ 第一

32 サカエ薬局　堅田 弘前市大字八幡町三丁目１－３ 第一

33 ルック調剤薬局 弘前市大字三岳町３－１ 第三

34 あおぞら薬局 弘前市大字早稲田二丁目８番地８ 東部

35 アオイ調剤薬局城東店 弘前市大字早稲田二丁目７番地４ 東部

36 さいとう調剤薬局　大町店 弘前市大字大町一丁目１４－５ 第三

37 弘前市薬剤師薬局　津軽 弘前市大町三丁目１０－５ 第三

38 あおば薬局 弘前市神田二丁目６－２７ 第一

39 みんゆう調剤薬局桔梗野店 弘前市桔梗野二丁目１３－２３ 第三

40 緑の森薬局　石川 弘前市石川字春仕内９７－５ 南部

41 ひまわり薬局　弘大病院前 弘前市本町５６－９メゾンソレイユ１階 南部

42 マエダ調剤薬局　城西店 弘前市南城西一丁目３－７ 第二
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43 こずえ薬局 弘前市城東中央４丁目２－１８ 東部

44 青山調剤薬局 弘前市青山１丁目１０－２ 第一

45 マエダ調剤薬局　中野店 弘前市中野２丁目１－１ 第三

46 ひまわり薬局　城東店 弘前市福村字新舘添１１ 東部

47 あおぞら薬局南城西店 弘前市南城西２－５－１５ 第二

48 みやぞの薬局 弘前市大字宮園５－３３－１ 第一

49 七福薬局 弘前市富田３－１１－２０ 第三

50 アップル調剤薬局岩木 弘前市大字賀田１－３－１６ 西部

51 なないろ調剤薬局 弘前市駅前町１３－１扶岳ビル１Ｆ 第三

52 メディカルサポート調剤薬局 弘前市百石町３７－４ 第一

53 みんゆう調剤薬局　アルカディア店 弘前市大字扇町１－１－６ 東部

54 やぎはし調剤薬局 弘前市大字東長町５９ 第一

55 こずえ薬局　若葉店 弘前市若葉２－７－１６ 第三

56 さいとう調剤薬局　松原店 弘前市大字松原西２－２－１ 第三

57 日本調剤　弘前薬局 弘前市大字本町５２ 南部

58 ミツワ薬局　田町店 弘前市大字田町五丁目６番地８ 第一

59 クローバー調剤薬局　弘前店 弘前市泉野一丁目５－７ 東部

60 いわき調剤薬局 弘前市大字賀田１丁目１４－１５ 西部

61 サカエ薬局紺屋町 弘前市大字紺屋町２７番地の１ 第二

62 メガ調剤薬局 弘前市高田４丁目２番地１０ 東部

63 中央薬品（株）中央調剤薬局　住吉町支店 弘前市大字住吉町１１番１０号 第三

64 調剤薬局ツルハドラッグ弘前豊原店 弘前市大字豊原１丁目３－４ 第三

65 テルス石渡薬局 弘前市大字石渡三丁目１３番３２ 第二

66 テルス調剤薬局 弘前市大字境関字西田３２番地１５ 東部

67 みんゆう薬局弘前駅前店 弘前市大字駅前町１１－２ 第三

68 アルカディア中央薬局 弘前市大字扇町一丁目１番３ 東部

69 りんごのき薬局本町店 弘前市大字本町５０－１本町フラット１階 南部

70 ルナ調剤薬局 弘前市大字元長町１１番地１２ 南部

71 株式会社弘前市薬剤師薬局 弘前市大字富田三丁目１４－１ 第三

72 マエダ調剤薬局浜の町店 弘前市大字浜の町西２丁目１－２ 第二

73 わせだ薬局 弘前市早稲田二丁目２の１３ 東部

74 植田町薬局 弘前市植田町１５－２ 第一

75 ふじの調剤薬局 弘前市藤野二丁目６番地１ 第二

76 クオール薬局弘前豊原店 弘前市豊原一丁目５番２９ 第三

77 マエダ調剤薬局中央店 弘前市大字南川端町１３番地９ 第三

78 すずらん調剤薬局　桔梗野店 弘前市桔梗野１丁目３－４ 第三

79 平成薬局 弘前市大字城東中央４丁目１３番地１ 東部

80 サン調剤薬局富野町店 弘前市大字富野町１２－６ 第三

81 代官町調剤薬局 弘前市大字代官町１０６番地 第一

82 マエダ調剤薬局西弘店 弘前市大字中野２丁目１番地１３ 第三

83 テック調剤薬局松森町店 弘前市大字松森町１０３番地 第三

84 ミツワ薬局代官町 弘前市大字代官町８６番１ 第一

0000002



85 スーパードラッグアサヒ調剤薬局富田店 弘前市大字富田３丁目６番地６ 第三

86 スーパードラッグアサヒ調剤薬局 弘前市大字土手町１８１－４ 第三

87 保険調剤薬局タイキファーマシー高田店 弘前市大字高田５丁目２番地１５ 東部

88 アサヒオリジナル調剤薬局 弘前市大字宮川１丁目２－２ 第一

89 アイン薬局弘前本町店 弘前市大字本町４８番１号 南部

90 保険調剤薬局タイキファーマシー城東北店 弘前市大字城東北四丁目４番地２０１Ｆ 東部

91 メガ調剤薬局　神田店 弘前市神田三丁目２番地８ 第一

92 ファルマ弘前薬局 弘前市扇町二丁目２番地１０ 東部

93 ふくろう薬局 弘前市大字代官町５７番地１ 第一

94 すずらん調剤薬局　松原東店 弘前市大字松原東２丁目５－２６ 第三

95 すずらん調剤薬局　弘前駅前店 弘前市大字駅前町６－１１ 第三

96 ３丁目調剤薬局 弘前市大字大町３丁目６番２ 第三

97 レモンバーム薬局 弘前市大字清水一丁目９番地８ 南部

98 ひかり調剤薬局 弘前市大字品川町２４番地１ 第三

99 調剤薬局ツルハドラッグ弘前アルカディア店 弘前市大字扇町３丁目１－２ 東部

100 Ｍ’ｓ　安原調剤薬局 弘前市安原１－２－１安原ファミリオＡ－２ 第三

101 ハッピー調剤薬局弘前土手町店 弘前市土手町８９番地１ 第三

102 スーパードラッグアサヒ調剤薬局住吉店 弘前市大字住吉町８番地１８ 第三

103 クオール薬局弘前店 弘前市大字五所字野沢３９－２５ 南部

104 クオール薬局弘前豊原店 弘前市豊原一丁目５番２９ 第三

105 ファイン調剤薬局　松森町店 弘前市大字松森町１１９番地２ 第三

106 ハッピー調剤薬局弘前桔梗野店 弘前市桔梗野１丁目２番２号 南部

107 ハッピー調剤薬局弘前城東店 弘前市田園３丁目５－１２ 東部

108 サカエ薬局堅田 弘前市宮川３－２－１ 第一

109 大開調剤薬局 弘前市大開１－４－１ 南部

110 いずみ薬局あくど 弘前市悪戸青柳１０－８ 南部

111 ハート調剤薬局中央通り店 弘前市上鞘師町４番地 第一

112 ハート調剤薬局松森町店 弘前市松森町４８ 第三

113 ハート調剤薬局安原店 弘前市安原３－７－１０ 第三

114 保険調剤薬局ファーマシー弘前店 青森県弘前市富田3-4 -7 第三

115 保険調剤薬局ファーマシー 青森県弘前市大字代官町 91-3 第一

116 マエダ調剤薬局富野町店 青森県弘前市富野町2- 1 第三

117 磯木薬局岩木店 青森県弘前市真土勝剱林 334番4 西部

118 いちい薬局弘前北横町店 青森県弘前市北横町50 -2 第一

119 ひらやま薬局 黒石市大字浜町２ 黒石市

120 黒石薬局 黒石市ちとせ三丁目３ 黒石市

121 オーロラ薬局　黒石店 黒石市野添町６４－４ 黒石市

122 みんゆう薬局黒石病院前店 黒石市北美町１－７４－１ 黒石市

123 クローバー調剤薬局　北美店 黒石市北美町１－７３ 黒石市

124 クローバー調剤薬局　旭町店 黒石市旭町９－２ 黒石市

125 調剤薬局ツルハドラッグ黒石店 黒石市錦町８－６ 黒石市

126 厚生薬局 黒石市大字黒石字建石３７－４ 黒石市
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127 メイプル調剤薬局 黒石市寿町２０番地 黒石市

128 テルス調剤薬局黒石 黒石市昭和町３４－１ 黒石市

129 平成薬局黒石病院前 黒石市北美町一丁目６１番地 黒石市

130 スマイル薬局黒石店 黒石市ぐみの木一丁目６７番５号 黒石市

131 ワカバ調剤薬局　黒石駅前店 黒石市一番町１８5番地 黒石市

132 平賀中央薬局 平川市本町北柳田１２６－１２ 平川市

133 有限会社　マルチ薬局 平川市本町北柳田１２－２０ 平川市

134 保険調剤薬局タイキファーマシー尾上店 平川市尾上栄松１３２－９ 平川市

135 まちい調剤薬局 平川市町居山元９６－１ 平川市

136 ひらかわ調剤薬局 平川市大光寺三村井２８番７ 平川市

137 碇ヶ関調剤薬局 平川市碇ケ関鯨森５５－２７ 平川市

138 マルチ調剤薬局柏木店 平川市柏木町藤山２０－３ 平川市

139 クローバー調剤薬局尾上店 平川市尾上栄松２０５番 平川市

140 ふれあい薬局平川店 平川市柏木町藤山２４番地８ 平川市

141 すずらん調剤薬局　平賀店 平川市小和森種取３０－５ 平川市

142 サカエ薬局　藤崎 藤崎町大字藤崎字武元１３ 藤崎町

143 有限会社ウエダ調剤薬局 大鰐町大字大鰐字大鰐１１０－１ 大鰐町

144 ひらの薬局 藤崎町葛野字前田６１－５ 藤崎町

145 クローバー調剤薬局ときわ店 藤崎町常盤字富田２１－２５ 藤崎町

146 すずらん調剤薬局 大鰐町大字大鰐字大鰐１０５－１１ 大鰐町

147 マエダ調剤薬局大鰐店 大鰐町大字蔵館字山下２－１７ 大鰐町

148 ファイン調剤薬局　蔵館店 大鰐町大字蔵館字道添１１番１ 大鰐町

149 二川原薬局 大鰐町大字大鰐字大鰐３９番地１ 大鰐町

150 はやし薬局 板柳町大字板柳字土井２９３－８ 板柳町

151 サカエ薬局　板柳 板柳町大字福野田字実田４５－３ 板柳町

152 サカエ薬局　板病前 板柳町福野田字常盤５４－７ 板柳町

153 スーパードラッグアサヒ調剤薬局板柳店 板柳町大字福野田字常盤５４番地１ 板柳町

154 アーチ薬局いたやなぎ 板柳町大字福野田字実田５３－８ 板柳町
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